
広告掲載枠

子育てメモ 無料
予約不要保健福祉センターで実施

　予防接種手帳・母子健康手帳をお持ちください。
E9月13日（火）・10月11日（火）14：00～15：30
B生後12か月未満の方(1歳の誕生日の前日まで)

※標準的な接種期間は、生後5～8か月です。
U感染症（保健企画）　2階�番　H4809－9882

　妊婦さんの交流を中心とした楽しい教室です。
日　時 内　容

10/3（月）
13:30～
15:30

交流会・歯科検診・歯科衛生士講話
10/17（月） 栄養士・保健師講話・ＤＶＤ上映
11/21（月） 助産師の話・先輩ママとの交流会・ストレッチ体操
S �母子健康手帳と冊子「わくわく」
U健康相談　2階�番　H4809－9968

　妊娠・出産・授乳・卒乳などお気軽にご相談ください。
E9月14日（水）・9月28日（水）13：30～16：00
B助産師への相談を希望される方
U健康相談　2階�番　H4809－9968
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保健師の健康一口メモ №48

　こんにちは、保健師です。
　結核はせきやくしゃみで感染する病気です。症状としては長引く
咳・痰・血痰・喀血などが特徴的です。
　平成26年の新登録結核患者罹患率（人口10万人対）は、全国15.4、大
阪市36.8、東淀川区33.6と大阪市は全国で一番高い状況が続いてお
り、東淀川区も同様に高い状況です。結核の早期発見は本人の重症化
を防ぐだけではなく、家族や職場等周りの人への感染の拡大を防ぐ
ためにも大切です。

• �2週間以上せきや痰が続いたら医療機関に受診しましょう
•�せきが出るときはマスクをつけることをこころがけましょう
•1年に1回は胸のレントゲン撮影を受けましょう

結核の予防法と対策

U健康相談　2階�番　H4809－9968

「9月24日～30日は結核予防週間」

　平成29年４月からの保育所（園）・認定こども園（保育部分）・地域型保育事
業の利用（入所）申込書の配布と受付を次のとおり実施します。利用を希望さ
れる方（現在、待機中の方を含む）は、必ず期間内に申し込んでください。
申込書配布 ９月16日（金）～10月17日（月）
受 付 期間 10月3日（月）～10月17日（月）
対 象 原則として、生後満6か月（平成29年４月1日現在）以上の乳幼児。
利 用基 準 �保護者の就労や疾病などにより児童を家庭で保育できない場合。ま

た、障がい児など集団保育が必要と認められる場合。
申込書配布場所 �申込書の配布は、第1希望の保育施設で行います（日・祝日除く）。
配 布 時 間 10：00～16：00
　　　　※ただし、保育施設により異なる場合があります。
　　　　※申込書は市ホームページからもダウンロード可能です。
申込書受付場所区役所（区民ホールまたは会議室）（土・日・祝日除く）
受 付 時 間 時間は９：30～17：00（12：15～13：00は除く）
　　※�保育施設の見学を希望される場合には、事前に当該施設へご相談くだ

さい。
　　※�保育施設の定員に余裕がないときなどは、保育利用調整基準に基づく

選考により入所できない場合があります。あらかじめご了承ください。
　　※�保育利用調整基準の詳細については、こども青少年局ホームページを

ご覧ください。また、利用申込状況等を、10月末頃にこども青少年局
ホームページで公表する予定です。

　　※�児童が満3歳以上で、認定こども園（1号認定）や幼稚園での教育を希望
される場合は、各認定こども園・幼稚園に直接問い合わせてください。

▶http://www.city.osaka.lg.jp/higashiyodogawa/page/
　0000000149.html

保育施設利用申込を受け付けます

U子育て・教育　2階�番　H4809－9851

対象 保育所（園） 所在地 電話 開所時間

私
　
　
立

０歳児～５歳児

井高野 井高野3－8－17 ６３４０－７６４８ ７：00～19：00
井高野第２ 井高野２－1－57 ６３４０－５６７８ ７：00～19：00
井高野第3 井高野3－1－58 ６３４９－３４５８ ７：00～19：00
相川※1 相川3－11－24 ６３４０－３５９５ ７：00～19：00
大桐 大桐４－２－12 ６３２６－０５０９ ７：30～19：00
風の子 小松1－11－8 ６３２８－４０１９ ７：00～19：30
上新庄 上新庄２－5－5－101 ６３２７－２２４８ ７：00～20：00
アートチャイルドケア東淀川 豊里４－3－6 ６１６０－０１２２ ７：30～19：30
菅原 菅原４－10－15 ６３２９－２５３６ ７：00～20：00
淡路 東淡路４－12－26 ６３２１－０７７１ ７：00～19：00
さかえ 東淡路1－5－1－101 ６３２３－３２１１ 8：00～18：30
徳蔵寺※1 東中島1－5－5 ６３２３－０６４０ ７：00～20：00
ともしび 東中島6－6－8 ６３２５－１８５１ 8：00～19：00
みのり園 大桐5－15－36 ６３２８－５５００ ７：00～19：00
豊新聖愛園（夜間保育）※1 豊新3－25－5 ６３２５－２４０５ ７：00～翌７：00
グローバルキッズ東淡路園 東淡路４－14－15 ６３２５－１０６１ ７：30～20：30

０歳児～2歳児

さかえ豊里分園 豊里７－28－12 ６３２３－１５８１ 8：00～18：30
風の子ベビーホーム 小松1－14－12 ６３２８－３７８８ ７：00～19：30
小松保育園 小松3－5－15 ６３２０－１３３１ ７：30～19：00
菅原天満保育園 小松２－２－21 ６３２８－６８８２ ７：30～19：00

1歳児～５歳児 こどものくに 豊新４－6－17 ６３２９－３８４９ ７：30～19：00

市
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０歳児～５歳児

南江口※４ 小松5－6－９－101 ６３２９－２８６９ ７：30～18：30
西大道 大桐２－8－２－100 ６３２９－８８１０ ７：30～19：30
西淡路第２ 西淡路5－1－14 ６３２３－５１６０ ７：30～18：30
あすか※3 東中島3－14－13 ６３２２－１４００ ７：30～19：30
日之出 東中島４－11－25 ６３２３－９８００ ７：30～19：30
下新庄※２ 下新庄5－3－22 ６３２９－５０８０ ７：30～19：30
豊里第２※２ 豊里２－1－26 ６３２８－０６１６ ７：30～19：30

1歳児～５歳児 豊里第1 豊里７－21－23 ６３２８－５２００ ７：30～18：30
認
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３歳児～５歳児 小松幼稚園 小松3－5－15 ６３２０－１３３１ ７：30～18：30
菅原天満幼稚園 菅原２－3－27 ６３２８－６０７９ ７：30～18：30

０歳児～５歳児 保育所あすなろ（夜間保育）※1東淡路２－７－5 ６３２１－３２０１ ７：00～24：00
保育所聖愛園※1 東淡路２－７－5 ６３２１－３２０１ 6：30～22：30

地
域
型
保
育
事
業

０歳児～2歳児

小規模保育施設
豊新かめっこ保育園 豊新5－７－10 ７４９３－１８１１ ７：30～19：30
くじら保育園 豊新４－２－6 ６７９５－９２０２ ７：30～19：30
瑞光ベビーセンター 小松5－6－1 ６３２８－５６４０ ７：30～18：30
こどもなーと保育園 豊新5－1－16－1C ６３７９－３６８６ ７：30～18：30
フェアリールーム上新庄 豊新４－26－９－102 ６３００－７３６０ 8：00～19：00
かいせいプチ保育園　上新庄園 小松1－７－32 ４８６２－６６６１ ７：30～18：30
家庭的保育施設
保育アトリエこどもなーと 瑞光1－15－25 ７８９８－７５７６ ９：00～17：00
保育アトリエこどもなーとプラス 瑞光1－8－９－101 ７４９３－０７６３ ９：00～17：00
おうち保育だくまんま 上新庄２－11－20－102 ６１９５－７１２２ 8：00～18：00

※１の保育所（園）は、6か月未満の児童も入所可能です。
※２の保育所は、運営を社会福祉法人へ委託しています。
※３ 平成29年度民間委託予定　　※４ 平成30年度民間委託予定

親子イベント「ミュージック・ケア」
　スズ・なるこ・バルーンなどを使い、聴覚だけでなく、視覚・触覚・嗅覚な
どを刺激して音楽を楽しみましょう♪
E９月13日（火）11：00～11：45
I子ども・子育てプラザ　軽運動室（区役所４階）
　　　　★一時保育なし
U子ども・子育てプラザ　H6327－5650

申込み不要無料

平成29年度

区
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ

６ ◆移動図書館「まちかど号」　毎月１回、区内１2カ所を巡回しています。詳しくは、市立図書館のホームページからご確認いただくか、お問い合わせください。
c中央図書館自動車文庫　H6539-3305

◆９月７日（水）は東淀川区｢見まもるデー｣　地域の子どもは地域で守り、子どもが安心して暮らせるまちづくりを推進しましょう。

http://www.oml.city.osaka.lg.jp/


